プロフィール Profile

シダックスグループの概要

SHiDAX Group Overview

Integrated Service Provider SHiDAX

総合サービス企業 シダックス
シダックスグループは、すべての年代・すべてのライフステージ・
すべてのビジネスステージであらゆるサービスを提供し、
お客様の健康的で豊かな生活を創造する「総合サービス企業グループ」です。

The SHiDAX Group provides services for all generations, all life stages, and all business stages. We are a
comprehensive service group that creates healthy, prosperous lifestyles for our customers.

百万円 Millions of Yen

事業セグメント
2016 年 3 月期 Year Ended March 31, 2016

コントラクトフードサービス事業

Contracted Food Services

メディカルフードサービス事業

Medical Food Services

企業、官公庁、寮、大学等の給食及び管理業務の受託運営

売上高
Net
Sales

構成比率
Sales
Composition

29,418

18.4%

34,434

21.6%

連結子会社数

Contracted management of meal services and dining halls for companies,
government offices, dormitories, universities, etc.

病院入院患者を対象とした給食及び高齢者福祉施設等の給食の受託運営

連結売上高

20

Number of Consolidated Subsidiaries and Affiliates

1,597 7

Consolidated Net Sales

億

病院、企業、官公庁、大学及びオフィスビル等において、食料品、飲料、日用

Deli and Convenience
Services

品及び医療衛生用品等を販売する施設内売店及びカフェの受託運営

14,669

9.2%

豊富なメニューが楽しめるレストランカラオケ店舗を全国で展開

Restaurant and Karaoke
Businesses

Nationwide network of restaurant karaoke outlets offering abundant menus

トータルアウトソーシング事業

民間企業や地方自治体の車両運行管理、施設管理・運営及び主に小中学校

Total Outsourcing
Businesses

向けの給食業務など、さまざまな業務を受託

給食事業、外食産業に利用する食材、消耗品を当社グループ及び得意先等

Slogix Businesses

へ販売。厨房設備の設計と販売

レストランの運営、カルチャースクール、フィットネスジムの運営、リゾートエ

Other Businesses

ステティックサロン・リラクゼーションサロンの運営、会員情報の収集及び管

名

名

30,155

18.9%

* Figure in parentheses under “Number of employees” refers to the number of temporary employees averaged out annually (at eight hours per day equivalent).

40,630

25.4%

店舗・営業所数

約

4,000

カ所

Approx.

2,227

1.4%

レストランカラオケ
年間利用者数
約

万人

ケータイ会員数

約

60

920

Approx.

ten thousand

万食

ten thousand

万人
ten thousand

Number of Mobile Members

Number of Restaurant and
Karaoke Customers/Year

8,170

約

Average Number of
Meals Delivered

2,500

Approx.

1 日平均提供食数

Approx.

Number of Outlets and
Sales Bases

5.1%

理業務の受託
Contracted management of restaurants, culture schools, fitness gyms, resort-based
esthetic salons, and relaxation salons; contracted collection and management of
information on members

8,946（21,849 ）

※臨時従業員は年間平均雇用人員（１日 8 時間換算）
になります

Office meal services and sale of ingredients and consumables used in the food
service industry to Group companies and customers

その他の事業

Number of Employees*

（臨時従業員） (Temporary Employees)

Vehicle fleet and facility management for private-sector companies and local government bodies; outsourced management of food and other businesses, variety services
mainly for elementary schools

エスロジックス事業

従業員数
※

Contracted management of shops and cafe within facilities—such as hospitals,
companies, government offices, universities, and office buildings—selling foodstuffs,
beverages, daily necessities, medical hygiene products, etc.

レストランカラオケ事業

百万円

¥159,707 million

Contracted management of meal services for patients in hospitals and meal services
for elderly nursing facilities, etc.

コンビニエンス中食事業

社

車両運行管理台数 約

3,600

台

社会サービス管理人員数 約

Approx.

Number of Fleet Vehicles under
Management

8,600

人

Approx.

Number of Social Service
Managers

※数値は、2016 年 3 月期末時点のものです。

* Figures are valid as of March 31, 2016
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